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２０１６．１２．２１ 富山県観光・地域振興局観光課



２年目 約１．６０倍
３年目 約１．６０倍

新幹線開業による利用者数の状況について

約１．３７倍

※全線開業（平成23年3月12日）後の１年間の乗車実績

約１．６５倍

※全線開業（2011年3月12日）後の１年間の乗車実績

開業後
（1年目）

※長野・金沢間開業（2015年3月14日）後から2016年3月13日までの乗車実績（注）国土交通省・ＪＲ発表資料に基づき富山県作成

年間
約３１４万人

２年目 約１．２倍
３年目 約１．２倍

※八戸・新青森間開業（2010年12月4日）後の１年間の乗車実績（推計）（震災の影響があった３～６月を除く１日平均を１年換算）

（万人）

約１．２３倍

開業後
（1年目）

開業前

開業後
（1年目）

開業後
（H27.3/14～

H28.3/13）

九州新幹線（熊本・鹿児島中央間）の乗車人員

年間
約９２５万人

北陸新幹線（上越妙高・糸魚川間）の乗車人員 （万人）

２年目 約１．３倍
３年目 約１．４倍

（万人）

（万人）

開業前
（H26.3/14～

H27 .3/13）

925.8

314.2

約３倍
Ｈ２８．４．１３
１，０００万人突破！

５



外国人旅行者の動向

これまでの取組み 東アジアや東南アジア等において、観光説明会の開催、広告宣伝、招聘事業などを推進

成果

立山黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄの外国人観光客数

H15(2003) H25(2013) H26(2014) H27(2015) H28(2016)(前年比)

総数 23,731人 → 145,314人 →191,900人 →214,700人 → 241,900人(113%)

台湾 20,242人 → 105,613人 →131,000人 →131,800人 → 138,700人(105%)

韓国 2,874人 →  10,488人 → 10,100人 → 16,000人 →  17,600人(110%)

中国 35人 →    347人 →  1,600人 →  3,000人 →   4,600人(153%)

香港 133人 → 15,408人 → 18,100人 → 25,400人 →  28,500人(112%)

タイ 189人 → 8,122人 → 16,200人 → 16,800人 →  18,800人(112%)

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 0人 → 1,500人 →  3,500人 →  4,500人 →   4,500人(100%)

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 0人 → 2,800人 →  4,600人 →  7.100人 →   9,400人(132%)

ﾏﾚｰｼｱ 0人 → 600人 →  2,400人 →  4,300人 →   5,400人(126%)

13年前の10.2倍

H25以前は団体客のみ、H26以降は団体客+個人客

県内94の飲食店・レストラン掲載
うち三つ星１店舗

「ゴ・エ・ミヨ 東京・北陸２０１７」

H28年１２月１日 出版

台湾・香港トップセールス H28年8月10日～13日

台湾旅行会社、
メディア等との
交流会

○平成２８年度９月補正予算
・新 東アジア冬季インバウンド

誘客強化事業（３，０９０万円）
東アジアの各地域向けに、PR事業等
を展開し、冬季の誘客を促進

（香港、大連、ソウル、台北、上海）

ミシュランガイド「富山・石川(金沢）2016」

H28年６月３日 出版 富山の食の魅力が世界に！

H28年８月９日 英語版ＷＥＢサイト公開
ＵＲＬ：http://gmtoyamakanazawa.gnavi.co.jp/

ベトナム（ホーチミン）観光説明会の開催
Ｈ２８年１２月１９日

・県内16の飲食店・レストラン掲載
・最高賞の「今年のシェフ賞（3名)」に東京
以外で「レヴォ」の谷口英司氏が唯一受賞

富山プレスランチ



〇H2４から3年間で現地小遣い3,200円UP！
県全体で104億円の経済効果！

〇あと1～2,000円、あと1～2時間分
魅力的な観光商品・ｻｰﾋﾞｽ・土産等を

2,000円UPなら県全体で65億円UP！

満足度の高い観光地ベスト30うち３箇所が富山県
日経ﾘｻｰﾁ「地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略ｻｰﾍﾞｲ」(2010) 全国約２万人にネット調査

リピーター増
選ばれ続ける観光地

近隣観光地の再来訪意向

主要観光地
ﾘﾋﾟｰﾀｰ率
調査(H23.6)

出典：じゃらん宿泊旅行調査2016

観光客に大満足してもらい
滞在時間・消費金額を伸ばす

富山県内での消費と滞在時間

平均のＩＮ／ＯＵＴ時間

宿泊旅行１回あたりにかかった費用

富山県の観光の課題

テーマ別 都道府県の魅力度 出典：じゃらん宿泊旅行調査

観光資源の評価

順位 観光地 県 再来訪意向 リピーター率

１ 立山黒部ｱﾙﾍﾟﾝﾙｰﾄ 富山県 ４４．７％ ３２．１％

２ 立山(登山等） 富山県 ４３．４％ ３２．２％

３ 上高地 長野県 ４０．５％ ５１．５％

４ 黒部峡谷鉄道 富山県 ３６．２％ ２６．７％

５ 金沢(兼六園等） 石川県 ３４．２％ ６２．８％

現地滞在時間の差は50分！

2015 1時間31分
（算出方法が見直され単純比較はできない）

１位 北海道 ５箇所 、 ２位 沖縄県 ４箇所 、 ３位 富山県 ３箇所
長野県 岐阜県

到着時間 出発時間

富山県 １４：２３ １３：１１

全国平均 １４：０２ １３：４１

滞在時間差 ０：２１ ０：３０

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

地元ならではのおいしい食べ物が多かった 19位 10位 ８位 ３位 ４位

魅力ある特産品や土産物が多かった 17位 ７位 ６位 ８位 ８位

現地で良い観光情報を入手できた 26位 16位 22位 15位 13位

地元の人のホスピタリティを感じた 38位 21位 34位 15位 29位

魅力的な宿泊施設が多かった 43位 29位 34位 27位 31位

総合的な満足度 38位 24位 30位 ９位 ８位

じゃらん
宿泊旅行調査2016
（H27.4～H28.3月）
富山県内延べ宿泊者数
増加率 前年比25.4％増

全国１位

17,000円

30,600円

13,100円

29,300円

3,900円
（全国ー富山）

3,200円

17,000円16,300円

35,400円 33,800円

H24 富山県 H27 富山県

【富山県現地小遣い額】

H27 16,300円（全国と 700円差）

H24 13,100円（全国と3,900円差）

H24 全国 H27 全国



新・富山県観光振興戦略プランの策定

新 日本橋とやま館の開設

新 北陸アフターＤＣの推進

新 ＪＲとタイアップした旅行商品造成

新 富山飛騨周遊促進（岐阜県連携）

新 東北での観光物産展

○ 観光季刊誌
「ねまるちゃ」
の発刊

◎ 冬の誘客強化事業

(関西圏でのPR等)
【９月補正予算】

新 国際会議の誘致強化

○ コンベンションタクシー助成

○ 合宿の誘致

戦略的なＰＲ

「とやまのおいしい朝ごはん」キャンペーン

○ 観光路線バス・ツアーバスの運行支援

○ 体験プログラムの造成
「おとなの遊び、33の富山旅。」

◎ 地方創生宿泊施設支援補助金

【9月補正予算】
地域でホテル・旅館業を引き継ぐ県内事業者を支援

富山らしい魅力創出

選ばれ続ける観光地 富山～『海のあるスイス』を目指して～

県観光連盟を「とやま観光推進機構」に改め、

官民一体で戦略的な観光地域づくりを推進

新 ＩＣＴを活用した旅行者データベースの構築

新 着地型旅行商品の造成・販売、ターゲットに応じたプロモーション

日本版ＤＭＯを中心とした観光振興

新 富山駅前アンテナショップの整備

新 訪日旅行・富山旅行センターの運営

◎ 北陸新幹線等を活用した冬の観光
キャンペーン事業【11月補正予算】

広域観光の拠点化

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝの誘致促進

拡 とやま観光未来創造塾

○ おもてなしタクシードライバー
の養成

○ 外国人対応ｻｰﾋﾞｽ人材育成

観光人材の育成

富山マンテンホテル ６位

【国の数値目標】…H28.3「明日の日本を支える観光ビジョン」

○訪日外国人旅行者H27 1,974万人⇒ H32  4,000万人

【県の数値目標】
○延べ宿泊者数 H26   349万人⇒ H31 520万人

○外国人宿泊者数 H27      20万人⇒ H31      56万人

約２倍

５０%以上増

２．８倍

・マーケティング部新設（Ｈ28年度から)
・今後マーケティング戦略委員会を設置

魅力向上のための備品購入等に対し補助1/3 上限200万円

・富山県立大学との共同研究



東京大学先端科学
技術研究ｾﾝﾀｰ教授

西村 幸夫

JTIC.SWISS代表

山田 桂一郎
㈱美ら地球
代表取締役社長

山田 拓

【検討会予定】
第１回 11月13日 現状と課題の整理
第２回 来年１月頃 プログラム案の骨子
第３回 来年３月頃 とりまとめ

旅館「海月」女将
(有)オズ代表

江崎 貴久

座 長

検討会メンバー

世界文化遺産登録や2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた

「立山黒部」の世界ブランド化の推進

㈱星野リゾート
代表取締役社長

星野 佳路

委 員

観光庁長官
田村 明比古

ほか

オブザーバー

・環境省長野自然環境事務所
・国土交通省北陸地方整備局
立山砂防事務所 ほか

■ 先進事例等の調査
‣ 環境保全と観光開発を両立させるための持続

可能な手法についての事例調査 など

 
 

新雪の立山とご来光 

 
 

 

■ 現状と課題の洗い出し
‣ 特定のエリアや期間に観光客が集中する

オーバーキャパシティの解消

‣ 自然環境を楽しむ滞在型コンテンツの不足

‣ インバウンドや個人旅行者など顧客層に合わ

せた受入環境整備 など
短期的・中長期的プログラム検討
「選ばれ続ける観光地」

パノラマ展望ツアー
（Ｈ２７より観光商品化）

安定的に生息している
ライチョウ

新雪の立山とご来光

・立山黒部貫光㈱
・黒部峡谷鉄道㈱

星空観察 ラムサール条約に登録された
「弥陀ヶ原・大日平」の湿地帯

日本ジオパークに認定された
「立山黒部ジオパーク」



「世界で最も美しい湾クラブ」

・４１湾（２４カ国と１地域）が加盟

（1997年設立）

・モルビアン（フランス）に本部を置く
ユネスコが支援する非政府組織

2014年10月に富山湾の加盟が全会一致で承認

⇒

○湾岸サイクリングコースやカフェ等の開設

○田園サイクリングコースの新設

○「タモリカップ富山大会2015､16」開催支援

○「富山湾岸サイクリング2015､16」の開催

○マリンスポーツの振興
○外航クルーズ客船の誘致

○マリーナ施設の拡充、船舶オーナーの誘致

○「世界で最も美しい富山湾」活用・保全推進会議の設置

○「富山マラソン2016」の開催
○「全国植樹祭」 （2017年5月）

「世界で最も美しい富山湾」の保全・活用
2014.10.18  （韓国・麗水市）

石井知事がクラブ総会で加盟証書を受領

延長約８８km（氷見市阿尾～越中宮崎駅）

延長約７１km（地鉄上市駅～八尾曳山館～高岡駅南）

【フランス・モンサンミッシェル湾〔世界遺産〕】

海越しの立山連峰

現在５６０隻（うち９４隻 H２８.７月拡張）→H２９年予定７０６隻

７月17日（日）参加艇数５７艇（昨年41艇）

７月24日（日）参加者数959人（昨年６２７人）

７月11日（月）

「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟

道の駅ｳｪー ﾌ゙ﾊ゚ ｸー
なめりかわ

比美乃江公園 魚の駅生地

越中宮崎駅

海王丸パーク

富山湾岸サイクリング2016 コース

ｽﾀｰﾄ/ｺﾞｰﾙ

各ｺｰｽ折返し地点

タモリカップ（2016.7.17開催）
富山湾岸サイクリング2015（2015.4.19開催）



松本

大町

黒部峡谷鉄道

宇奈月温泉

富山ぶりかにバス
富山－新湊－氷見
平日１往復（11~3月 2往復）
土日祝日３往復（11~3月 4往復）
※フリー切符も造成

黒部宇奈月温泉

加賀温泉

和倉温泉

新高岡

神岡

新湊

平湯

アルペンルート

氷見

わくライナー
新高岡-氷見-和倉
１日４往復
※フリー切符も造成

世界遺産バス
新高岡－城端－五箇山－白川郷間 １日５往復
城端‐白川郷間 平日１日１往復、土日祝１日４往復（12/1より）※フリー切符も造成

金沢

二次交通・観光路線バスの運行

☆富山⇔高山ツアーバス
9月17日～3月31日
全３コース、毎日運行！

アルペンライナー
宇奈月温泉－黒部宇奈月
温泉駅－魚津IC－室堂
土日祝日1往復
（10月16日まで運行）

五箇山

高山

古川

八尾

白川郷

富山

黒部峡谷鉄道

ぶりしゃぶ

五箇山合掌造り集落



環境にやさしいソーラー・電気船による運河クルーズ
水位差最大2.5mの「水のエレベーター」（中島閘門）

もみじ
momiji

fugan
ふがん

sora
そ ら

アートとデザインをつなぐ世界初の美術館

21世紀の世界的名画を多数所蔵、屋上から立山連峰も望める

富山県美術館（2017年初秋移転オープン予定）

「内藤 廣 氏」設計

水辺環境を活かした魅力あるまちづくり
～県立富岩運河環水公園（富岩水上ラインと富山県美術館）～

環水公園
’07年 70万人→ ’14年 140万人→’15年 142万人

利用者数

富山駅から徒歩約９分、来園者年間約140万人

富岩水上ライン （2016.3/25～11/23）

環水公園～岩瀬間のクルージング

乗船者数 2015：50,945人（対前年比約2.4倍）

2016：51,120人（対前年比 100.3％）
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富山駅前、美術館等

森記念秋水美術館

富山駅前！7/15（金） ２店舗新規オープン！

日本刀コレクション等を展示

富山市内を走るLRT
(次世代型路面電車システム)

「セントラム」

2016年
6月開館

富山の特産品・工芸品等
約1,800品目を販売

富山湾の幸の
飲食・販売

ととやま
[TO TOYAMA] さかな屋撰鮮

10

池田屋安兵衛商店

薬都の伝統を受け継ぐ、昔
ながらの丸薬製造体験

ギャルリ・ミレー
（GALERIE MILLET）

ミレーをはじめ
バルビゾン派の
作品などを展示

高志の国文学館
富山県ゆかりの作家、作品
（文学、絵本、映画、漫画、

アニメ）を幅広く紹介

富山市ガラス美術館

2015年
8月開館

ガラス作品を展示
「隈 研吾 氏」設計



順位 宿泊旅行時の目的 割合

富
山

１位 地元の美味しいものを食べる 43.0%

２位 温泉や露天風呂 37.1%

３位 名所・旧跡の観光 36.9%

全
国

１位 地元の美味しいものを食べる 35.6%

２位 温泉や露天風呂 33.7%

３位 宿でのんびり過ごす 31.2%

宿泊旅行の目的

観光こそ 地産地消！

地産地消
地元の農林水産品を
使った旬のメニュー

団体→個人旅行化

地元ならではの旬の食材
を味わう旅のニーズ拡大

地元ならでは料理や旬の
食材が求められている

全国どこでも同じ

とやま観光未来創造塾

食のおもてなし専攻を設置

・食のおもてなし力の向上
・食材・料理の説明力アップ
・食の魅力の高付加価値化
（地元食材の活用）の実践

食のブランド化
富山ならではの食材･伝統料理
富山の食の高付加価値化

観光地の魅力の向上
地域の農林水産業
食品産業の発展

経済が
回る！

ではなく

○県外から仕入れた冷凍食材
や冷凍刺身の会席料理
○季節感のない食材

宿泊旅行の目的調査（じゃらん宿泊旅行調査2016)

トリップアドバイザー「行
ってよかった！朝食のお
いしいホテルランキング
2016」

富山ﾏﾝﾃﾝﾎﾃﾙが初
登場６位にﾗﾝｸｲﾝ！
（北陸の中では最上位）

1位 ﾎﾃﾙﾋﾟｴﾅ神戸

2位 ﾗﾋﾞｽﾀ函館ﾍﾞｲ

3位 ﾎﾃﾙ ﾛｺｱ ﾅﾊ

4位 函館国際ﾎﾃﾙ

5位 ﾎﾃﾙ京阪札幌

6位 富山ﾏﾝﾃﾝﾎﾃﾙ



富山のブランド力アップ

越中富山お土産プロジェクト

Ｈ27.3 北陸新幹線駅（富山駅売店等）での販売開始

まちの逸品ブラッシュアップ・ＰＲ事業

Ｈ２４～：１０８商品(61事業者)の応募

→１５商品を選定、ブラッシュアップ、ＰＲキャンペーン

Ｈ２７：【新商品を公募】

７０商品(39事業者)の応募

→７商品を選定、商品ＰＲ

Ｈ２８：「日本橋とやま館」で販路開拓を支援

○キャッチコピー「べつばら富山」

Ｔ五

薄氷本舗五郎丸屋（小矢部市）

八尾和紙でできた
ミニバッグ

桂樹舎（富山市）
「魅力ある日本のおみやげコン
テスト」（ふるさと祭り東京）入選

売上累計（H23.2～H28.5）４．９億円突破
【売上額の推移】

H23年度：約2千9百万円
H26年度：約1.1億円
H27年度：約1.9億円

「世界に通用する究極のお土産」（観光庁）に選定

○“おすそわけ”をコンセプトにした

お土産ブランドへの支援

○ブランド名 「越中富山 幸のこわけ」
31品目ほたるいか燻製、とろろ昆布、かまぼこ等

県産の農林水産品・加工品を活用したおみやげ品を開発

｢富のおもちかえり｣

H27年2月5日から販売開始

（富山駅や富山きときと空港など）

H28年5月売上累計 約4,340万円

Ｈ27年度 ４商品追加（計16商品）

氷見牛の昆布じめ
黒とろろ昆布の旨みジュレ

鱒と鰤の雪見寿し
ゆきのこえだ（ﾊﾄﾑｷﾞｽｲｰﾂ）

「フード・アクション・ニッポンアワード2015」
商品部門食品産業分野 優秀賞

売上累計（H25.4～H28.6）約3.7億円
【年平均売上額の推移】

H25年度：約9千9百万円
H26年度：約1億2百万円
H27年度：約1億2千万円



映画 「人生の約束」

県のフィルムコミッション

「富山県ロケーションオフィス」

H23.7.1設立

（Ｃ）「あなたへ」製作委員会

射
水
市
内
川
で
の
シ
ー
ン

鑑賞者220万人以上

新湊曳山まつりを題材として
富山県内で撮影！

映画「おおかみこどもの雨と雪」
上市町出身細田守監督のアニメ
上市、立山等の風景が随所に！

鑑賞者
344万人
以上

(C)2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会

第３回ロケーションジャパン
大賞を受賞（2013年1月）
ロケ地訪問者約3万1千人 映画 「春を背負って」

木村大作監督 待望の新作
松山ケンイチ、蒼井 優、豊川悦司、
壇 ふみ 他

富山県（立山連峰、立山山
麓）が舞台

(C)2014「春を背負って」製作委員会

映画「あなたへ」

高倉健さんの遺作映画

亡き妻の想いを知るため九州まで

旅をするロードムービー

2012年8/25公開

富山県の自然、文化、人の魅力を映画などで発信

ＴＶドラマ界の巨匠・石橋冠初監督作品
竹野内豊、江口洋介、西田敏行、
優香、小池栄子 他

映画「劔岳 点の記」
舞台：富山県
200日のロケ敢行

（Ｃ）2009「劔岳 点の記」製作委員会

「
誰
か
が
行
か
ね
ば

道
は
で
き
な
い
」

鑑賞者230万人以上

「アオハライド」

(C)2016「人生の約束」製作委員会

映画「カノン」

映画「追憶」

富山県を舞台に撮影！

(C)201７「追憶」製作委員会

三姉妹と母親との絆を描く
比嘉愛未、ミムラ、佐々木希 他

TVアニメ「クロムクロ」
富山県が舞台のロボットアニメ
P.A.WORKS「15周年記念ｱﾆﾒｰｼｮﾝ
作品」県内の観光名所などが登場！

(C)クロムクロ製作委員会 (C)2016「カノン」製作委員会

黒部市等を舞台に撮影！



コンベンションの誘致・開催支援

≪コンベンション開催状況≫
Ｈ２７は開催件数､参加者数ともに過去最高！

≪本県の動向：国際会議の開催地として選ばれるケースが増加≫

ＡＳＳＷ２０１５開会式
高円宮妃殿下が名誉総裁として御臨席

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

件数 ４ ４ ３ ４ ６ ６ １３ １２

(1) 国際規模 ・・・・・延べ20泊以上に助成 （補助額10～800万円）

(2) 全国規模 ・・・・・延べ100泊以上に助成 （補助額10～400万円）

(3) ブロック規模 ･･･ 同 上 （補助額10～200万円）

≪コンベンション開催補助制度≫

（大規模コンベンションの開催推移）

全国トップクラス 最高限度額1,300万円（県＋市）！

新幹線開業前後で倍増

≪国際会議の誘致強化≫ 国際会議の開催実績や交通アクセスの向上もセールスポイントに、 ICCAに加盟し誘致強化
≪国際会議の受入環境充実≫  国際会議サポーター（会場内英語対応ボランティア）の確保など受入環境を充実

H27.4 ASSW（北極科学サミット週間）2015 の開催
北極科学で世界最大規模の国際会議を日本初､富山で開催！

会 期：Ｈ27.４.23～30（８日間）
会 場：富山国際会議場、ANAクラウンプラザホテル富山

主 催：国際北極科学委員会(IASC) 共同主催：日本学術会議
参加者：26の国･地域、708名（過去最多）

H27.7 PIERS（電磁波工学研究の進歩に関する国際会議）2018の開催決定
プラハで開催されたPIERS2015において、６０の国･地域から、
約1,200名集まる大規模国際会議の富山開催(H30.7)が決定！

H28.3 インタープリベント（国際防災学会）2018の開催決定

H27.3 北陸新幹線の開業

H28.5 G7富山環境大臣会合の開催
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10年前(H17)と比べ、
開催件数、参加者数ともに2.2倍！

元気とやま創造計画目標値
H28：88,000人【達成】 H33：93,000人
新･観光振興戦略プラン目標値

H31：91,000人

Ｇ７エクスカーション
（富山県立イタイイタイ病資料館)

H28.7 ICCA（国際会議協会）に加盟
・ データベースを活用し効率的に誘致

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝは１人当たり消費額が大きい！
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 一般観光客

53,876円 (※1) ＞ 31,200円(※2)
※1：H27富山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ調査
※2：H27じゃらん宿泊旅行調査

日本政府観光局(JNTO)国際会議貢献賞（誘致の部）受賞！



28年度は、「とやま起業未来塾」、「とやま農業未来カレッジ」
と3塾連携講座を実施（第1回Ｈ28.6.29第2回Ｈ28.9.8）

塾 長

名誉塾長 富山県知事 石井隆一

東京大学先端科学
技術研究ｾﾝﾀｰ教授
西村 幸夫

観光カリスマ
山田 桂一郎

富山大学名誉教授
渡辺 康洋

支援体制

美ら地球代表
山田拓

とやま観光未来創造塾

海島遊民くらぶ
江崎貴久

ほか

主任教授

５月～１１月開講

●グローバルコース ●観光魅力アップコース

●観光ガイドコース ●おもてなし入門コース

H23～28年度 修了生 ４１２名
※28年度グローバルコースは現在研修中

豊富な講師陣

H28観光塾の模様
平成２３年６月開講 ～北陸新幹線開業に向けて～

・魅力ある観光地域づくりを担う人材の育成
・おもてなし力の向上・観光ガイドの育成など

平成２７年度 ～グローバル化時代に向けて～
・グローバルコースの新設

・訪日旅行者受入のための講義の充実など

北陸新幹線開業後も『選ばれ続ける観光地』に

パネルディスカッション
「選ばれ続ける観光地 富山
～産業の枠を超えて～」

３塾連携講座

ゆふいん料理研究会 代表 新江憲一氏 ガイド技術を教授と塾生で審査

観光ガイドコース認定試験食の魅力づくり実演講習

星野リゾート代表 星野佳路氏

修了式基調講演



【開設コンセプト】
単にモノを売るだけではなく、富山の日常の「上質なライフスタイル」を提供
⇒富山への誘客・移住、販路開拓等へとつなげる

【機 能】
① 物販、② 本格和食レストラン、③ 観光、定住、ＵＩＪターン、④ 交流・イベント、
⑤ ビジネス支援

日本橋三越新館

日本国道路元標

日本橋大栄ビル

日本橋の北端
欄干

本格和食レストラン「富山はま作」
（営業時間11:30～14:30、17:00～22:30）
産地直送で新鮮な富山の食の魅力を発信物販ショップ（営業時間10:30～19:30）

富山が誇る海山の食や工芸品等を販売

日本橋三越正面の懸垂幕
（オープン時）

新たな情報発信拠点施設「日本橋とやま館」を日本橋大栄ビル１階に開設

2016年６月４日（土）オープン
オープンから半年の入館者数：約２０万人

バーラウンジ（営業時間11:00～21:00）
富山の地酒の飲み比べもできる交流の場

県産木材をふんだんに使用した上質な空間が
高く評価され、「ウッドデザイン賞2016」優秀賞
（林野庁長官賞）を受賞



城端神明宮祭の曳山行事

高岡御車山祭の御車山行事

曳山行事のユネスコ無形文化遺産登録

「山・鉾･屋台行事」として

ユネスコ無形文化遺産登録決定!

○「山・鉾・屋台行事」の概要
構成：全国33件の国指定重要無形民俗文化財



北陸新幹線

｢新ゴールデンルート｣の形成から｢大ゴールデン回廊｣の創出

富山空港

関西国際空港

小松
空港

能登
空港

大阪国際
空港

中部国際
空港

松本空港

名古屋空港

静岡空港

成田国際
空港

北陸・信越、関西、中京、首都圏をネットワーク化して

世界的な経済・文化圏となる「大ゴールデン回廊」の創出へ

金沢港

総合的拠点港
伏木富山港

敦賀港

名古屋港
横浜港

清水港四日市港

大阪港

東京

長野

富山

金沢

福井

敦賀

名古屋

京都

東京国際
（羽田）空港

新大阪

小浜

新ゴールデン・ルート

ゴールデン・ルート

東海道新幹線

大ゴールデン回廊の創出
（沿線人口6,500万人）

北陸は、雄大で豊かな自然、多彩
な歴史・文化、ものづくり産業、お
いしい食文化など多彩な魅力を有
し、内外へ魅力を発信する独自の
経済・文化圏に

【首都圏⇔中京圏+関西圏】

11,928万人
・首都圏→中京圏+関西圏

5,960万人

・中京圏+関西圏→首都圏

5,968万人

【首都圏⇔関西圏】

5,378万人
・首都圏→関西圏 2,668万人

・関西圏→首都圏 2,710万人

【首都圏⇔中京圏】

6,550万人
・首都圏→中京圏

3,292万人

・中京圏→首都圏

3,258万人

【北陸（富山）⇔首都圏】

679 (240)万人

・北陸（富山）→首都圏 343(124) 万

人

・首都圏→北陸（富山） 336(116)万人

【南東北】 宮城、山形、福島

【首都圏】 東京・埼玉・千葉・神奈川

【中京圏】 静岡・愛知・三重

【関西圏】 大阪・京都・兵庫・奈良

【平成26年度府県相互間旅客輸送人員表(国土交通省)より】

南東北
【北陸（富山）⇔南東北】

24.8 (14.4) 万人
・北陸（富山）→南東北 12.4 (7.2)万人

・南東北→北陸（富山） 12.4（7.2)万人

【首都圏⇔南東北】

2,420万人
・首都圏→南東北 1,213万人

・南東北→首都圏 1,207万人



とやま観光ナビ http//www.info-toyama.com/


